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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　両側性腎動脈狭窄症に対するPTRA（percutaneous　transluminal　renal　angioplasty）施行後，13日

目に血栓によると思われる腎梗塞をきたし，その後，線溶療法にて改善を認めた症例を経験した．症例

は，高血圧を主訴とする14歳の女児で，DSA（digital　subtraction　angiography）上両側の腎動脈狭窄

が認められたため，PTRAを施行した．　PTRA施行後，造影上の狭窄は完全には解除されなかったが，

腎血流は増加し，血圧もやや低下した．PTRAに際し，抗凝固療法として，術中にヘパリンを注入し，

術後チクロピジンの内服を開始した．その13日目，突然左側腹部痛が出現し，腹部CT上，左腎梗塞像

を認めたため再度DSAを施行したところ，左腎中腹に血流の欠損と，左腎動脈内に血栓を疑わせる陰影

欠損像が見られた．直ちに，t－PA局注などの線溶療法を行い，左腎中腹の腎動脈は再開通し，梗塞像は

改善を認めた．PTRAは比較的合併症が少ないとされているが，本症例のように術後血栓を生じる例も

見られ，小児では，まだ症例数も少なく，抗凝固療法を含め，今後も慎重な検討が必要であると考えら

れた．

　　　　　　　　　はじめに

　PTRAは，腎血管性高血圧に対する有効な治療法と

して，評価が定着してきている．腎血管性高血圧の治

療法には，降圧剤投与による内科的療法，PTRA，血

行再建術などの外科的療法の3つがある．近年では，

内科的療法で血圧のコントロールが困難な場合，侵襲

性が低いなどの理由で，PTRAは第一選択となってい

る’）．今回，我々は，腎血管性高血圧に対しPTRAを

施行し，その後，合併症として左腎梗塞を生じた両側

性腎動脈狭窄症の1例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：14歳，女児．

　主訴：高血圧．

　家族歴1父方祖父に高血圧，脳梗塞．

　既往歴：特記すべきことなし．

別刷請求先：（〒5698686）大阪府高槻市大学町2－7

　　　　　大阪医科大学附属病院小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　博視

　現病歴：平成6年10月，学校検診にて高血圧（170／

110mmHg）を指摘され，平成7年1月に当科を受診し

た．血漿レニン活性は正常で，カプトリル試験陰性で

あり，本態性高血圧として，フロセミド，スピロノラ

クトンの内服を行っていた．その間血圧は，140～180／

70～110mmHg程度で経過していた．しかし，血圧は不

安定で，時折頭痛を訴えることがあった．後に血漿レ

ニン活性の上昇を認め，エナラプリルを追加した．そ

の後の精査にて，腹部エコー上腎動脈内に異常血流を

指摘され，MRアンギオグラフィーより両側腎動脈狭

窄を疑われたため，精査加療目的にて平成7年12月当

科入院となった．

　入院時現症：身長164．2cm，体重56kg，体温36．9℃，

脈拍数68／分，整，呼吸数20／分，血圧150／98mmHg，

胸部は理学的に異常なく，腹部は平坦で，血管雑音は

聴取し得なかった．

　入院時検査成績（表1）：一般検血，生化学に異常な

く，その他，大動脈炎症候群を疑うような所見は認め
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られなかった．エナラプリル内服中の検査所見ではあ

るが，血漿レニン活性15．Ong／ml／hr，アンギオテンシ

ン1530pg／mlと上昇，アンギオテンシン変換酵素

2．51U／1と低下していた．

　腹部エコー：腎皮質のエコー輝度は右でやや上昇し

ていた．右腎動脈は，径1．8mmで異常血流を認めるが，

狭窄かどうかは不明であった．左腎動脈は明らかには

描出できなかった．

　レノシンチグラム：右腎にやや排泄遅延を認めるも

のの，両腎機能共特に異常はなかった．

　MRアンギオグラフィー：右腎動脈の起始部より末

梢側に軽度の狭窄を認めた．左腎動脈の起始部に高度

の狭窄と狭窄後拡張を認めた．

　眼底検査：Scheie分類変法にて，高血圧所見2度，

動脈硬化所見1度であった．大動脈炎症候群を疑うよ

うな所見は認められなかった．

　入院後経過：入院後経過を図1に示す．

表1　入院時検査成績

WBC
Neu．

Lym．

RBC
Hb
PLT
TP
AIb．

GOT

4，280／μ1

　43．1％

　44．5％

374万／μ1

　11．2g／d1

26．6万／μ1

　7．3g／d1

　4．5g／d1

　16U〃

GPT
LDH
CRP
PRA
AGl

ALD
ACE
AG2

　6U〃
163U〃

0．11mg／d1

15．0　ng／ml／hr↑

530pg／ml↑

460pg／ml

2．5U〃↓

　27Pg／ml
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　図2は入院後，12月5日に施行したDSA像である．

右腎動脈の起始部よりやや末梢側に50％の狭窄を認

め，その狭窄部の径は2．3mmであった．左腎動脈にも

同様に99％の狭窄と，狭窄後拡張を認めた．血漿レニ

ン活性は，右腎静脈で2．5ng／m1／hr，左腎静脈で5．8ng／

ml／hr，その比は，1：2．3であった．以上の所見と，降

圧剤でのコントロールが困難であったこと，又，狭窄

の成因は線維筋性異形成であると考えられたことなど

より，PTRAの適応があると判断して，右側3mm，5

mm，左側3mm，4mm，5mmのPTCA用バルーンで
8～10気圧の加圧を行った．図3はPTRA後のDSA

像である．狭窄部の径は右3．1mm，左1．9mmとわずか

に改善をみたが，両側共狭窄部のウエストは完全には

消失しなかった．しかし，腹部大動脈造影にて，PTRA

施行前の左腎の濃染像に比し，施行後は早期より明瞭

に描出されており，血流の増加はあると考えられた．

PTRAに際し，抗凝固療法として，術中ヘパリン5，000

単位を注入し，その後，チクロピジン200mgの内服を

開始した．PTRA後，血圧は140／90mmHgと若干低下

し，レノシンチグラム上も特に問題なく，血漿レニン

活性も3．Ong／ml／hrと低下を認めた．

　しかし，13日目の12月18日，突然左側腹部痛を認め，

緊急で腹部CTを施行したところ，左腎の1／2以上に梗

塞と思われるnon｝enhanced　lesionが見られた（図

4）．血液検査上，一般検血に異常はなく，GOT　60U／

1，GPT　64U／1，　LDH　834U／1，　CRP　4．41mg／dlと軽

度上昇，Ccr　31ml／min．と低下を認めた（表2）．前

12／1　　5 10 15 20 25 30　1／1　　5 10
mmHg

　160一
血圧

　120

80＿

治療

症状

↑DSA

　PTRA

↑DSA

嗣
Ticlopidine Warfarln　　Di「1damole

　　　　　↑t－PA

　　　　　嗣
　　　発熱△
　　　腹痛鍵竃盤⑳

図1　入院後経過

PTRA後，チクロピジンの内服で経過観察していたが，術後13日目に腹痛，発熱を認

め，再入院した．左腎梗塞に対し，線溶療法を行い，腹痛，発熱などの症状は改善し

た．
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図2　DSA（PTRA前）
A；右腎動脈の起始部よりやや末梢側に50％の狭窄を

認める（↑）．B；左腎動脈の起始部に99％の狭窄と狭

窄後拡張を認める（↑）．

回のPTRA施行により血栓を形成したための腎梗塞

と考えられ，同日，ウロキナーゼ1万2，000単位を点滴

静注しながら再度DSAを施行したところ，左腎中腹

に血流の欠損と，腎動脈内に血栓と思われる陰影欠損

像が認められ，t－PA　120万単位を左腎動脈内に局注し

終了した（図5，6）．続いてt－PA　1，080万単位，ウロ

キナーゼ30万単位／日，ヘパリン1．2万単位／日静注など

の線溶療法を開始し，12月20日からの熱発は，3日で

解熱，左側腹部痛も約1週間で消失した．線溶療法後，

26日目の腹部CTで，左腎の梗塞像は改善しており，

又，72［目に施行したDSAでも，左腎中腹の腎動脈は

再開通し，梗塞像は改善していた（図7）．その後は，

内科的治療にて，血圧は140／90mmHg程度で安定して

いる．

　　　　　　　　　　考　　察

　1964年，Dotterら2）が経皮カテーテルによる血管形
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図3　DSA（PTRA後）：左右共，狭窄部の径はわず

　かに拡張している（↑）．

　A；右腎動脈，Bl左腎動脈
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　　　　　図4　術後13日目の腹部CT

左腎の1／2以上に梗塞と思われるnon－enhanced
Iesionを認める（＾）．
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表2　梗塞時検査所見

WBC
Neu．

Lym．

RBC
Hb
PLT
TP

ll，300／μ1

　82．0％

　7．8％

344万／μ】

　10．3g／dI

21．4万／μ】

　6．7g／d］

Alb－

GOT
GPT
LDH
CRP

CCr

3．99／dI

　60U〃↑

　64U〃↑

834U〃↑

4．41mg／dl↑

31ml／分↓

図5　術後13日目のDSA：左腎中腹に血流の欠損を
　認める（↑）．

成術を発表し，その後，1974年，Gruntzigら3）が本法を

さらに発展させる新しい拡張用バルーンカテーテルを

開発して以来，腎動脈狭窄に対するPTRAは，腎血管

性高血圧の新たな治療法として注目されるようになっ

た．PTRAは，外科的血行再建術に比べ，侵襲が少な

く，繰り返して施行できるなどの利点があり，又，近

年では長期予後に関しても，良い成績をあげているた

め，内科的治療での血圧のコントロールが困難である

場合，適応基準（表3）を満たしていれば，治療法の

第一選択となっている1）4）．本症例は，その適応基準と

照らし合わせて見ると，1）左右の腎静脈レニン活1生比

は1．5以上，2）狭窄の原因は線維筋性異形成と考えら

れる，3）two　kidney　two　clip，4）存在部位は腎動脈

本幹＋起始部，5）末梢血レニン活性高値，6）腎機能

正常と，かなり良好な適応であると考えられた．

　PTRAに際しては，バルーン拡張で生じる血管内膜

659－（67）

図6　術後13日目のDSA：腎動脈内に血栓と思われ
　る陰影欠損像を認める（↑）．
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図7　術後3カ月のDSA：左腎中腹の腎動脈は再開
　通している（↑）．

の損傷は，血小板凝集能を充進させ，血栓形成を促進

させるため，充分な抗凝固療法を行うことが極めて重

要である5）．しかし，その抗凝固療法に関しては一定の

見解がなく，施設により，方法が異なっているのが現

状である．現在行われている方法をまとめてみると，

本症例のように，1）術前の抗血小板剤内服なしに，術

中のカテーテル挿入時および拡張時にヘパリン

2，000～5，000単位を動脈内投与し，術後数カ月以上の

抗血小板剤内服（アスピリン／チクロピジン100～500

mg／day）を行う方法6）7）（A群），2）術前数日間と術後

数カ月以上の抗血小板剤内服を行い，術中にヘパリン

の動脈内投与を行う方法（B群）1）8｝9），3）術前の抗血小

Presented by Medical*Online



660－（68） 日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

表3　PTRAの適応基準4）

絶対的適応 適応 非適応

狭窄近位一遠位間 20mmHg以上 20mmHg以下
圧差

患側／健側

腎静脈レニン比 1．5以上 ／．5以下

腎動脈狭窄の原因 線維筋性異形成 動脈硬化 先天性形成不全
高安動脈炎など 腫瘍，腎動脈瘤など

laterality 2KlC（tWo　kidney 2K2C
one　clip） 1KIC

複数腎動脈狭窄

存在部位 腎動脈本幹 腎動脈起始部 区域動脈より末梢
本幹＋起始部
腎動脈閉塞

カプトリルの降圧効果 良 不良

末梢血レニン活性 高 低

腎機能 正常 低下 無機能腎

表4　血栓塞栓症とPTRAにおける手技との関連（文献ヒの検討）

著者 文献 PTRA
施行数

抗血栓
療法

血栓塞栓症
　の例数

頻度
（％）

合併症全体
　の例数

頻度
（％） バルーンサイズ 狭窄の原因

成松 1 59 B 1 1．7 2 3．4 4－6mm ASl／（4．0％）

Cluzel 6 25 A 0 0．0 1 4 （＝or＞lmln）

von　Knorring 7 46 A ］ 2．2 7 15．2 5－7mm AS：1（2．6％）

Jensen 8 180 B 5 2．8 19 10．6 4－7mm AS：4（2．7％），FMD：1（3．0％）

Sherma 9 33 B 0 0．0 1 3．0 （even）

Tykarski 10 43 C 0 0．0 5 11．6 4－7mm（＞1－3mm）

Baert 11 250 C 8 3．2 23 9．2 （＞1mm） ？

Losinno 12 195 C 2 1．0 15 7．7 （＞1mm） ？

Bonelli 13 396 C 4 1．0 70 17．7 （＞1mm）
AS：1（0．5％），FMD：1（1．0％），
　SK：1（8．3％），PO：1（7．7％

合計 1，227 21 1．7 143 11．7

抗血栓療法

A；術中のヘパリン投与と術後数ヵ月以上の抗血小板剤内服を行う方法

B；術中のヘパリン投与と術前数日間と術後数カ月以上の抗血小板剤内服を行う方法

C：術前の抗血小板剤投与なし，術中のヘパリン，ニトログリセリン投与と術後数カ月以上の抗血小板剤内服を行う方法

バルーンサイズ

mm数は実際の使用サイズを，カッコ内は正常の血管サイズと比較したサイズを表わしている．（＞1mm）は血管径より1mm大きいサ

イズを，（＞1－3mm）は血管径より1－3mm大きいサイズを表わす．

狭窄の原因

AS：動脈硬化，　FMD：線維筋性異形成，　SD：片側腎，　PO：術後症例，？：記載なし．

カッコ内の％は各々の疾患における血栓塞栓症の頻度を示している．

板剤投与なしに，術中のヘパリンと共に100～150μgの

ニトログリセリンを動脈内投与し，術後数カ月以上の

抗血小板剤内服を行う方法（C群）1°）～13）の3とおりに

大別できる．本症例では，術後も狭窄部のウエストが

消失しなかったことより，血流が停滞し，血栓ができ

やすい状況下であったとは考えられるが，血管内膜の

損傷には細心の注意を払いながらPTRAを施行し

た．にもかかわらず，その合併症として，血栓による

と思われる腎梗塞をきたしている．PTRAでの合併症

は比較的少ないとされているが，血管損傷，血栓塞栓

症，血管攣縮，バルーンカテーテルの破裂などを認め

ることがある．その中でも，本症例のような合併症と
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しての血栓塞栓症の頻度は，血管損傷に次いで多いと

されている．

　過去の報告例でPTRAの合併症，血栓塞栓症の頻

度と，抗凝固療法，使用カテーテルサイズ，原因疾患

などの関係を検討したのが表4である．PTRAの合併

症全体の頻度は11．7％（3D～17．7％）で，血栓塞栓症

の頻度は1．7％（0～3．2％）であった．この血栓塞栓症

の頻度と，前述の3種類の抗凝固療法との関係を検討

したところ，A群が1．4％，　B群が2．2％，　C群が1．6％

であり，一定の傾向は認められなかった．また使用さ

れたバルーンサイズは同部位の正常血管サイズと同じ

ものから3mm大きいものを使うものまで認められた

が，大きいサイズとバルーンの使用が血栓塞栓症の危

険を認めるような傾向も認められなかった．また狭窄

の原因との関係も明らかではなかった．各々の文献で

はバックグラウンドとなる症例の違いや，合併症の定

義の違いなどがあり，単純には比較できないが，この

ように血栓塞栓症とPTRA時の手技や方法との関係

が明らかでないことが，現在施設問において抗凝固療

法が一定していない現状を招いている一因とも考えら

れる．しかし小児におけるPTRAの報告例9）’4）では術

前にアスピリン，ジピリダモールが投与されており，

いずれの報告例も血栓塞栓症を認めていない．血管径

の細い小児ではより細心の注意が必要であろう．本症

例のような血栓塞栓症はPTRAの重要な合併症であ

り，術中，術後のみならず，術前からの充分な抗凝固

療法は極めて重要であると考えられた．
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ACase　of　Renal　Infarction　After　PTRA（Percutaneous　Transluminal　Renal

　　　　　　　　　　　Angioplasty）for　Bilateral　Renal　Arterial　Stenosis

　　　　　　Akiko　Inoue，　Hiroshi　Katayama，　Kazuhiro　Yamamoto＊，

　　　　　　　　　　　　　Tadafumi　Shimizu＊and　Hiroshi　Tamai

Department　of　Pediatrics，　Department　of　Radiology＊，　Osaka　Medical　College

　　　A14－year－old　girl　was　received　PTRA　for　bilateral　renal　arterial　stenosis　associated　with

moderate　to　severe　hypertension．　Abdominal　aortography　showed　severe　stenosis，　kinking，　and

post－stenotic　dilatation　in　the　left　renal　artery，　and　mild　to　moderate　stenosis　in　the　right　renal

artery．　The　intervention　was　performed　with　3－5　mm　PTCA　catheters．　As　an　anticoagulant

therapy，5000　U　of　heparin　was　injected　during　PTRA，　and　thereafter，200　mg／day　of　ticlopidine

was　administered　orally　after　the　intervention．　Thirteen　days　after　PTRA，　the　patient　com－

plained　severe　left　flank　pain．　Abdominal　CT　scan　and　angiography　revealed　left　renal　infarction．

Tissue　plasminogen　activator　was　immediately　injected　into　the　left　renal　artery．　Angiography

after　the　thrombolytic　therapy　showed　the　recanalization　of　the　left　renal　branch　artery．　While

PTRA　is　an　excellent　therapy　for　the　children　with　renovascular　hypertension，　this　procedure

must　be　careful　to　perform．　The　anticoagulant　therapy　around　the　perioperative　period　is

especially　important　to　prevent　thrombosis　after　PTRA．
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